
 令和４年１月２７日  

保護者 様 

小樽双葉高等学校 

校長 佐々木 淳 一 

 

特措法に基づく「まん延防止等重点措置」を踏まえた対応について 

（お知らせ） 

  

保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。ま

た、日頃から本校の教育活動に対し、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

 さて、この度、北海道における新型コロナウイルス感染症の新規感染者の急増によ

り、特措法に基づく「まん延防止等重点措置」がとられました。あわせて、北海道教

育委員会から「学校における新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた臨時休業等の

取り扱いについて」の通知が発出されました。 

通知によれば、当面、保健所による疫学調査が陽性者の同居者以外に及ばないこと

になったことから、ついては、別添のとおり対応することの周知依頼があったのでお

知らせします。 

なお、本校においては、引き続き感染症対策に留意しながら教育活動を行って行き

ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

別添リーフレット 

 (1) 保護者の皆様へ   北海道教育委員会 

(2) 陽性となった皆様へお願いしたいこと～陽性となった方の対応の流れ～ 

 北海道保健福祉部 

(3) 「知人が陽性」～その時どうする？～新型コロナウイルスの感染症への備え～ 

                北海道保健福祉部 

   

 

 



 

 

～学生・生徒の皆さんへ～ 

 

道庁の広報ツイッターや各種支援の情報をまとめたWebページを紹介しています 
 

北海道庁広報ツイッター 

・新型コロナの日々の発生状況や道の対策等をお知らせしています 

https://twitter.com/PrefHokkaido/ 

 

北海道庁ホームページ「再拡大防止に向けた普及啓発」 

・若い世代の方々に向けた啓発素材や黙食の啓発用動画を掲載しています 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/63624.html 

 

北海道庁ホームページ「新型コロナワクチン接種に関する情報はこちら」 

 ・主に若年層の方に向けた新しい広報チラシを掲載しています。 

https://www/pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/covid/wakuchin_2.html 

 

北海道庁ホームページ「北海道こころの健康SNS相談窓口」 

 ・感染症の流行により悩みを抱えた方が気軽に相談できる窓口を紹介しています 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/snf/linesoudan.html 

 

北海道庁総務部教育・法人局総合教育推進課ホームページ  

「新型コロナウイルス感染症に係る学生等への支援」のページ 

「大学等修学のための経済的支援情報サイト」のページ 

・学費等の支援が必要になった学生の皆さんへ必要な情報を掲載しています 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ksk/index.htm 

 

文部科学省ホームページ「新型コロナの影響を受けた学生等の経済支援」 

・関係する経済的支援制度をまとめています 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/index.html 

 

厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」 

・事業主から休業をさせられたが、企業から休業手当の支払いを受ける 

ことができなかった方（学生アルバイトを含む）が給付を受けられる 

制度です（学生自ら申請できます） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

https://twitter.com/PrefHokkaido/
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/63624.html
https://www/pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/covid/wakuchin_2.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/snf/linesoudan.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ksk/index.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html


前です

はい

○○さんは感染の可能性があります

陽性となった皆様にお願いしたいこと
～陽性となった方の対応の流れ～

あなたが接触した○○さんの感染の可能性は？

③の日付は、②よりも
前ですか？後ですか？

感染の可能性は低いです

以下の接触をしていると「感染の可能性」があります。

□ 陽性者がマスクを着用せず、手が触れる距離（１ｍ程度）で15分以上会話した

例）食事やおやつを会話しながら一緒に食べた、マスクを正しく着用していない、等

令和 年 月 日① あなたはいつ発症しましたか？

令和 年 月 日③ ○○さんと最後に会った日は？

後です いいえ

② ①の２日前の日付は？

北海道

令和 年 月 日

※無症状の場合、検査を受けた日

この日付が
大事！

①職場や学校などに連絡をお願いします。

②発症の前後に会った方（感染の可能性がある方）に連絡を
お願いします。（同居のご家族は除きます）

○○さんに連絡をお願いします。
○○さんに、感染の可能性があることをお伝えください。

②の場合



陽性となった皆様にお願いしたいこと
～陽性となった方の対応の流れ～

北海道

新型コロナウイルス感染症については、いつ、だれが、どこで感染してもおかしくない状況
です。親しい友人・知人など身近な方やご自身への感染を防ぐために、日ごろからの感染対策
が重要です。
このリーフレットは、ご自身が「新型コロナウイルス感染症と診断された」ときに、お願い

したいことについてまとめたものです。
ご自身や大切な方の健康を守るために、ご理解ご協力をお願いいたします。

Q２ 感染の可能性がある状況とは？
A２ 次のような状況を参考にしてください。

 陽性者と、感染可能期間中（発症した２日前から入院や自宅等待機開始までの期間）に、
マスクをしないで（アゴにずらして）会話をした人です。

 目安は「対面で話す」、距離は「１メートル以内」、時間は「15分以上」です。
 このほか、「咳やくしゃみをしていた」「換気が悪かった」「大きな声を出した」場合は、

感染の可能性があると考えましょう。

参考：国立感染症研究所
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html

Q1 新型コロナウイルス感染症と診断されたら
A1 次のとおり「感染の可能性のある方」（同居のご家族を除く）がいないか確認し、該当する方に連
絡をお願いします。

 確認する事項
✓ご自身の 検査日 ✓ ご自身の発病（症状が出た）した日
✓ 発症した２日前から共に行動した方を確認する。※無症状の方は検査日の2日前から

◆ Q2の感染の可能性がある状況に該当する方に連絡し、感染の可能性があることを伝える



前です

はい

感染の可能性があります
ご自身で健康観察を行ってください。

・１日２回、体温を測り健康状態を確認

→「健康セルフチェック票」をご活用ください

・仕事を含めた不要不急の外出は控える

・他の人との接触をしないようにする

「知人が陽性」その時どうする？
～新型コロナウイルス感染症への備え～

知人が陽性者に！感染の可能性は？

③の日付は、②よりも
前ですか？後ですか？

感染の可能性は低いです

以下の接触をしていると「感染の可能性」があります。

□ 陽性者がマスクを着用せず、手が触れる距離（１ｍ程度）で15分以上会話した

例）食事やおやつを会話しながら一緒に食べた、マスクを正しく着用していない、等

令和 年 月 日① 陽性者はいつ発症しましたか？

令和 年 月 日③ 陽性者と最後に会った日は？

後です いいえ

①かかりつけ医にご相談ください

受診する際には、事前に電話し、「陽性者と接触があった」ことを
伝えてください。受診にかかる費用は医療機関にご確認ください。

②かかりつけ医がない場合は、次のいずれかに電話相談ください。
・ 北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター
📞0120-501-507 （24時間）

・ 最寄りの診療・検査医療機関

健康観察終了日 令和 年 月 日

〇抗原検査キットを使うときは？
薬局等で「医療用」として販売されているものを使いましょう。「陽性・高リスク」と判定
された場合、①・②の対応をお願いします。なお、無症状者の使用は推奨されていません。

② ①の２日前の日付は？

症状がある場合は……

検査を受けて陰性であったとしても、10日間の健康観察や外出自粛をお願いします。

健康観察期間中に症状が出た場合も同様です

北海道

令和 年 月 日

※無症状の場合、検査を受けた日

この日付が
大事！

診療・検査医療機関
北海道ホームページ

最後に会った日+10日



「知人が陽性」その時どうする？
～新型コロナウイルス感染症への備え～

北海道

新型コロナウイルス感染症については、いつ、だれが、どこで感染してもおかしくない状況
です。親しい友人・知人など身近な方が感染したとしても、自身への感染を防ぐために、日ご
ろからの感染対策が重要です。
このリーフレットは、身近な方から「新型コロナウイルス感染症と診断された」と連絡が

あったときに、道民の皆さまが行うことについてまとめたものです。
ご自身や大切な方の健康を守るために、ご理解ご協力をお願いいたします。

Q1 知人から「新型コロナウイルス感染症と診断された」と連絡が来たら
A1 次の項目について、陽性者に確認してください。

 陽性者に確認する事項
✓ 検査日 ✓ 発病（症状が出た）した日
✓ 発病した２日前から共に行動した日を確認する。※無症状の方は検査日の2日前から

◆ ご自身の体調を確認し症状がある場合は受診する。
◆ 感染の可能性がある状況か確認する。

Q２ 感染の可能性がある状況とは？
A２ 次のような状況を参考にしてください。

 陽性者と、感染可能期間中（発病した２日前から入院や自宅等待機開始までの期間）に、
マスクをしないで（アゴにずらして）会話をした人です。

 目安は「対面で話す」、距離は「１メートル以内」、時間は「15分以上」です。
 このほか、「咳やくしゃみをしていた」「換気が悪かった」「大きな声を出した」場合は、

感染の可能性があると考えましょう。

参考：国立感染症研究所
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html

Q３ 「陽性者」にならないためには？
A３ 次のことに注意しましょう。

陽性者となると、外出自粛など社会活動が大きく制限されてしまいます。日ごろから感染対策を行い、
新型コロナウイルス感染症を予防しましょう。
1. 換気の徹底
2. 手洗い・手指消毒
3. マスクは正しく着用
4. 友人などと集まりたい時は、オンラインで行うなど工夫を
5. 体調不良時は仕事や学校を休む
6. 食事、おやつ、歯磨きなど、マスクを外す場面では会話をしないなど、飛沫に注意
7. 目や鼻など首から上を触らない



保健所の積極的疫学調査の代わりに、学校は陽性者の聞き取りで発症日（無症
状の場合は検体採取日）を確認し、発症日の２日前以降の接触状況に応じて幅広
に臨時休業の範囲等を決定しますので、次の点について、ご協力をお願いします。

・お子様が陽性となった場合や、PCR等検査を受けることとなった場合、必ず

学校に連絡をお願いします。

※ PCR等検査は、医師や保健所の指示による行政検査を指しています。民

間の検査や保険適用外の検査は含みません。

・お子様が陽性となった場合は、校外活動で接触のあった友人等の

ご家庭に連絡をお願いします。

また、学校は、陽性者の接触者のリストアップをすることがあります

ので、学校の対応にご協力をお願いします。

保護者の皆様へ（2022.1. 25 Ver.10） 北海道教育委員会

ただし、陽性者と同じテーブルで食事をしていた場合など、「感染の可能性
がある者」をリストアップできる場合は、国のガイドラインに基づき、

①同一の学級において複数の児童生徒等の陽性が判明した場合

②陽性者が１名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる

場合

③１名の陽性者が判明し、「感染の可能性がある者」が複数存在する場合

など、学級閉鎖等を行います。

◎ 保健所の積極的疫学調査の重点化により、陽性者の

同居者は従前どおり調査対象とされているものの、陽

性者の同居者以外の方（クラスメイト、一緒に食事を

した友人等）が、当面の間調査対象外となります。

保護者のみなさまにお願いです。

◎ 保健所の積極的疫学調査の重点化に伴い、学校で１人でも陽性

者が確認された場合は、感染拡大を防止する観点で幅広に学級閉

鎖等を行います。

※感染の状況等に応じて学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖等の対応を検討します。
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